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概要

この資料は Access Point （AP）でどのように設定され、検証することができるかさまざまな
flexconnect Access Control List （ACL）型を記述したものです。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

その Ciscoワイヤレス LAN コントローラ（WLC）はコード 8.3 をおよびより高い実行します●

WLC の Flexconnect 設定●

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

ソフトウェア リリース 8.3.133.0 を実行する Cisco 8540 シリーズ WLC。●

3802 および flexconnect モードで動作する 3702 AP。●

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

ACL 型



1. VLAN ACL

VLAN ACL は最も広く使われた ACL であり、VLAN を出入りして送信 されるコントロールのク
ライアント トラフィック可能にします。

イメージに示すようにワイヤレスFlexconnect で AAA VLAN-ACL マッピング セクションをグル
ープ化する > ACL マッピング > AAA VLAN-ACL マッピング使用する ACL は flexconnect グルー
プによって設定することができます。

それはまた AP レベルによって設定され、ワイヤレスに > すべての AP > AP 名前 > Flexconnect
タブ ナビゲート し、VLAN マッピング セクションをクリックできます。 ここでは、VLAN 構成
AP 仕様を最初に作る必要がありますそのあとでイメージに示すように AP レベル VLAN-ACL マ
ッピングを規定できます。



ACL 方向

また ACL が適用される方向を規定できます:

入力（入力は無線クライアントの方に意味します）●

出力（theDS か LAN の方に）、●

両方またはどれも。●

このようにそれから入方向を使用できる、そして無線クライアントによってソースをたどられた
トラフィックをブロックすることを望んだら無線クライアントの方に送信されたトラフィックを
ブロックすることを望んだら出方向を使用できます。

オプションはどれも認証、許可、アカウンティング（AAA） 上書きするの使用の別途の ACL を
押すことを望むときに使用されません。 この場合、RADIUSサーバによって送信 される ACL は
クライアントに動的に適用されます。

注: ACL は Flexconnect ACL の下であらかじめ設定される必要があります他では適用されま
せん。

ACL マッピング考慮事項



VLAN ACL を使用するとき、flexconnect AP の VLAN マッピングに関してこれらの考慮事項を理
解することもまた重要です:

VLAN が FlexConnect グループの使用で設定される場合、FlexConnect グループで設定され
る対応する ACL は適用します。

●

VLAN が両方 FlexConnect グループとまた AP で（AP 特定の設定として）設定されれば、
AP ACL構成は優先します。

●

AP 仕様 ACL がどれもに設定されない場合、ACL は適用しません。●

AAA から戻った VLAN が AP にない場合、クライアントは Wireless LAN （WLAN）のため
に設定されるデフォルトVLAN に戻ってころび、そのデフォルトVLAN にマッピング される
どの ACL でも優先します。

●

ACL が AP で適用されるかどうか確認して下さい

このセクションでは、設定が正常に機能していることを確認します。

1. ウェーブ 2 AP

ウェーブ 2 AP で、ACL が実際にコマンドで AP に押されて示す flexconnect VLAN ACL を得るか
どうか確認できます。 ここでは、また各 ACL については渡されるの数を破棄された パケット表
示。

AP-3802I#show flexconnect vlan-acl

Flexconnect VLAN-ACL mapping-- ingress vlan     -----Listing ACL's in ingress direction

ACL enabled on ingress vlan

vlan_id: 10

ACL rules:

0: deny true and dst 10.1.1.0 mask 255.255.255.0,

1: deny true and dst 10.1.10.1 mask 255.255.255.255,

2: allow true,

the number of passed packets: 4

the number of dropped packets: 0

Flexconnect VLAN-ACL mapping-- egress vlan      -----Listing ACL's in egress direction

ACL enabled on egress vlan

vlan_id: 21

ACL rules:

0: allow true and dst 10.106.34.13 mask 255.255.255.255,

1: allow true and src 10.106.34.13 mask 255.255.255.255,

2: deny true,

the number of passed packets: 1

the number of dropped packets: 4

  

2. Cisco IOS® AP

AP レベルで、ACL構成が 2 つの方法の AP に押される場合検証できます:

すべての VLAN ACL が AP で設定されるかどうか示す show access-lists コマンドを使用して
下さい:

●



AP-3702#sh access-lists

Extended IP access list Policy_ACL

    10 permit ip any host 10.106.34.13

    20 permit ip host 10.106.34.13 any

    30 permit udp any range 0 65535 any eq bootpc

    40 permit udp any eq bootps any range 0 65535

    50 deny ip any any

また監視します各 ACL で起こるアクティビティを、チェックし、その ACL の詳しい出力を各行
については見ますヒット カウントをできます:

AP-3702#sh access-lists Policy_ACL

Extended IP access list Policy_ACL

    10 permit ip any host 10.106.34.13

    20 permit ip host 10.106.34.13 any

    30 permit udp any range 0 65535 any eq bootpc (6 matches)  -------------Shows the hit count

    40 permit udp any eq bootpc any range 0 65535

    50 deny ip any any (78 matches)

VLAN ACL がギガビットインターフェイスで適用されるので、ACL が正しく適用される場合
検証できます。 ここに示されているように補助的なインターフェイスアウトプットをチェッ
クして下さい:

●

AP-3702#sh run interface GigabitEthernet0.10

Building configuration...

Current configuration : 219 bytes

!

interface GigabitEthernet0.10

 encapsulation dot1Q 10

 ip access-group localswitch_acl in --------Specifies that localswitch_acl has been applied in

ingress direction

 ip access-group localswitch_acl out -------Specifies that localswitch_acl has been applied in

egress direction

 bridge-group 6

 bridge-group 6 spanning-disabled

 no bridge-group 6 source-learning

2. Webauth ACL

flexconnect ローカル スイッチングのために有効に なった Webauth ACL は
Webauth/Webpassthrough Service Set Identifier （SSID）の場合には使用されます。 これは事前
認証 ACL として使用され、リダイレクトサーバにクライアント トラフィックを可能にします。
リダイレクションが完了した、クライアントが走行状態にあれば効果にそれを運ぶために、ACL
は停止します。

Webauth ACL は WLAN レベル、AP レベルまたは flexconnect グループ レベルで適用することが
できます。 WLAN ACL に最も低いのがある一方、AP 仕様 ACL に高優先順位があります。 次に
3 つがすべて適用する場合、AP 仕様は屈曲 ACL および WLAN グローバル な仕様 ACL に先行し
ている優先します。

AP で設定される 16 WebAuth の最大が ACL ある場合もあります。

それは > 選択しますイメージに示すように設定する > ACL マッピング > WLAN-ACL マッピング
> Web Auth ACL マッピングほしいグループをワイヤレス > Flexconnect グループに flexconnect
グループ レベルで適用します、ナビゲート。



ACL はイメージに示すようにワイヤレス >All AP >AP 名前 >Flexconnect タブに AP レベルで適
用します、ナビゲート > 外部 WebAuthentication ACL > WLAN ACL。

ACL はイメージに示すように WLAN レベルで適用します、ナビゲートに WLAN > WLAN_ID > レ
イヤ3 > WebAuth FlexAcl。



Cisco IOS® AP で、ACL がクライアントに適用されたかどうか確認できます。 クライアントが A
無線に接続する場合ここに示されているように show controllers dot11radio 0 クライアントの出
力を（か 1）チェックして下さい:

AP-3702#show controller dot11radio0 client

---Clients 0  AID VLAN Status:S/I/B/A Age TxQ-R(A) Mode Enc Key  Rate  Mask Tx   Rx

BVI   Split-ACL Client-ACL WebAuth-ACL L2-ACL

e850.8b64.4f45    1    4 30 40064 000 0FE 299  0-0 (0) 13B0 200 0-10 1EFFFFFF00000000000  020F

030 - - - webauth_acl       -     --------Specifies the name of the ACL that was applied

3. Web ポリシー ACL

WebPolicy ACL は条件付き Web リダイレクト、スプラッシュ ページ Web リダイレクトおよび
本部 Webauth シナリオのために使用されます。

屈曲 ACL との WebPolicy WLAN のために利用可能 な 設定の 2 つのモードがあります:

Flexconnect グループ1.
FlexConnect グループのすべての AP は設定される ACL を受け取ります。 これはあなたでワイヤ
レスFlexconnect グループへのナビゲート > 選択し設定する > ACL マッピング > ポリシーほしい
グループを、イメージに示すように追加しますポリシー ACL の名前を設定することができます: 



 2. AP 仕様

設定がされる AP は ACL を、他の AP 影響を与えられます受け取りません。 これはあなたでワイ
ヤレスへのナビゲート > すべて AP > AP 名前 > 設定することができます

Flexconnect タブ > 外部 WebAuthentication ACL > イメージに示すようにポリシー。



正常な L2 認証の後で、RADIUSサーバがリダイレクト ACL AVペアの ACL 名前を送信するとき
、これは AP のクライアントのために直接適用されます。 クライアントが走行状態に移動すると
き、すべてのクライアント トラフィックはローカルで切り替えられ、ACL を適用するために AP
は停止します。

AP で設定される最大または 32 WebPolicy ACL がのどれある場合もあります。 グループ別 16
AP 仕様および 16 FlexConnect。

4. スプリットトンネル ACL

クライアント トラフィックのいくつかがローカルで 送信 される必要があるとき分割トンネリン
グ ACL は中央にスイッチド SSID と使用されます。 分割トンネリング 機能性はまたスプリット
トンネル ACL の一部として述べられれば団体 SSID のクライアントがローカルネットワーク（プ
リンタ、配線されたマシン、または個人的な SSID のリモートLAN ポートのワイヤレス デバイス
）のデバイスにどこに直接話すことができるかオフィスのための追加された長所拡張します設定
されるアクセス ポイント（OEAP）をです。

分割トンネリング ACL は flexconnect グループ レベルによってワイヤレスFlexconnect グループ
へのナビゲート > 選択しますイメージに示すように設定する > ACL マッピング > WLAN-ACL マ
ッピング > ローカルによって分割される ACL マッピングほしいグループを設定することができ
ます。



それらはまたワイヤレスに AP レベルによってで、ナビゲート > すべての AP > AP 名前 >
Flexconnect タブ > ローカルによって分割される ACL 設定され、イメージに示すように
flexconnect ACL の名前を追加できます。

分割トンネリング ACL はローカルで マルチキャスト/ブロードキャストトラフィックを繋ぐこと
ができません。 FlexConnect ACL と一致してもマルチキャスト/ブロードキャストトラフィック
は中央に切り替えられます。

トラブルシューティング

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。
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